
地域食料自給圏実証実験事業（令和３年度）

１ 試験目的ー地域内自給圏の実現に向けてー

①ジャガイモ・大豆・小麦・子実トウモロコシの４品目の輪作栽培を行い、畑作

輪作による土壌改善効果を科学的に検証する。

②生産物は加工販売、規格外品は豚の飼料に活用

③豚肉は加工販売、堆肥を畑地に還元

④畑作と畜産、農業と食品加工業との連携による地域内循環システム



令和３年度の作付け概要

品　目 播種・植付 収　穫

ジャガイモ 4月16日 　7月28日～

大豆 6月7日 11月15日

小麦 令和2年11月5日 7月15日

子実トウモロコシ 6月11日 10月28日



令和３年度の概況

・冬季は平年より温暖に経過した。

おおむね平年並みの気象経過であったが、５月下旬及び６月下旬～７月上

旬にまとまった降雨があり、日照が少なかった。

梅雨明け後は晴天が続き、高温傾向であったが、8月中旬以降9月初めまで

曇雨天が続き、ほ場の一部が滞水状態となり、トウモロコシと大豆の生育に

影響を及ぼしたと考えられた。

9月中旬以降は、好天が続きやや高温傾向であったものの、平年並みに経過

した。

・豚の飼養試験については、民間の養豚農家に依頼し、ジャガイモを飼料と

して給餌し、ソーゼージに加工した。



令和３年度生育期間中の気象
（場内及びアメダス立科）



生育期間中の気象（場内及びアメダス立科）



令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（ジャガイモ；野菜花き試佐久支場）

試験方法

・試験場所：小諸市山浦
・品種：「男爵薯」
・試験区構成：①輪作・堆肥区、②輪作・無堆肥区、③連作区（無堆肥）
・耕種概要
施肥 4月8日、基肥：BB白鈴200（12-20-10）で120kg/10ａ、

堆肥区（豚ぷん堆肥2t/10a）
播種 4月16日、畝幅85cm、株間30㎝
中耕培土：5月18日、6月3日
病害虫防除 種イモ消毒：4月9日 アタッキン水和剤浸漬処理後風乾、
播種前：ダイアジノン粒剤施用 5.6kg/10a、6月11日：アファーム乳剤、ダコ
ニール1000、6月21日：Ｚボルドー、アドマイヤーFL、7月 9日：フロンサイド
水和剤、アドマイヤーFL、7月20日：レグロックス（地上部枯凋処理）

・収穫 7月28日～31日



令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（ジャガイモ；野菜花き試佐久支場）

試験結果

作付け体系とジャガイモの重量別収量及び構成割合

作付け体系とジャガイモの重量別数量及び構成割合



令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（ジャガイモ；野菜花き試佐久支場）

作付け体系と比重別いも数頻度分布



令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（ジャガイモ；野菜花き試佐久支場）

結果の概要

・収量は全体に多めであった。

・可販いもの収量は、輪作堆肥区が最も多く、次いで輪作無堆肥区と連作区が同程

度であった。

・規格別重量は、輪作区では140～199gが最も多く、次いで100～139ｇであった。連

作区では100～139ｇが最も多く、輪作によりいもの肥大が促されたものと思われた。

・可販いも数は、輪作堆肥区が最も多く、次いで連作区、輪作無堆肥区であった。

・比重は、輪作・無堆肥区及び連作区で高いいもの割合が多く、輪作堆肥区で0.050

ほど比重が低く、昨年、一昨年と同じ傾向であった。



令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（子実トウモロコシ；畜産試験場・飼料環境部）



試験方法

• 播種日：6月11日、播種

• 供試品種：LG3457 (RM100) ・栽植密度：8,333本/10a

• 試験区分：堆肥区(5.4a、前作小麦、堆肥5t/10a）、無

堆肥区(5.4a、前作小麦、堆肥0t/10)、連作区(5.4a、前

作トウモロコシ、堆肥2t/10a、）

• 施肥量：硫安、N=4.2kg/10a

• ・殺虫剤：クルーザーFS30(播種前、種子塗布)

• 除草剤：クリアターン細粒剤、６月11日、土壌処理

• 収穫：10月28日、汎用コンバイン



生育経過 １

初期成育は堆肥施用区が連作区に比べ優れた

初期成育:堆肥区

（７月９日）

初期生育：施用区
（7月９日）

初期生育：堆肥施用区
（7月９日）



生育経過 ２

梅雨時期の畑の様子であるが、６月の播種日にお
いても畑がぬかるんだ状態であった。堆肥区で雑
草が多い場所があったが、他の区では少なかった。

梅雨時期の連作区（7月9日 堆肥区の雑草(7月9日）



試験結果１（生育、坪刈り調査）

生育経過生育経過

平均 標準偏差

（m２） （cm） （cm） （cm） （mm） （％） （kg/10a）

堆肥区 540 167 12.5 44.7 13.0 36.4 404

無堆肥区 540 173 7.9 55.8 13.4 37.8 366

連作区 540 185 8.5 63.0 14.3 38.2 346

１）水分15％換算値

　表１　子実用とうもろこしの生育および収量調査（10月14日）

子実水分 子実収量１

試験区
面積 着雌穂高 稈径

稈長



試験結果２（コンバイン収穫調査）

　表２　子実用とうもろこしのコンバイン収量調査（10月28日）

数量 数量 重量 全粒 破砕等 茎葉・虫等

（a/時）（％） （kg/10a）（本）（％）（㎏） （％） （％） （％）

堆肥区 48.0 32.4 220 26 0.6 2.4 85.4 13.1 1.5

無堆肥区 34.8 36.9 119 73 1.6 7.4 84.7 13.1 2.2

連作区 65.5 33.8 122 51 1.1 4.2 81.2 17.7 1.1

１）収穫後、平型送風乾燥機および電動風力選別機による精選後の収量、水分15％換算値

２）収穫時に地面に落ちた雌穂

脱落雌穂 収穫子実（割合）

試験区

子実

水分

作業

能率

コンバイン

収量１



試験結果３（コンバイン収穫調査）

　表２　子実用とうもろこしのコンバイン収量調査（10月28日）

数量 数量 重量 全粒 破砕等 茎葉・虫等

（a/時）（％） （kg/10a）（本）（％）（㎏） （％） （％） （％）

堆肥区 48.0 32.4 220 26 0.6 2.4 85.4 13.1 1.5

無堆肥区 34.8 36.9 119 73 1.6 7.4 84.7 13.1 2.2

連作区 65.5 33.8 122 51 1.1 4.2 81.2 17.7 1.1

１）収穫後、平型送風乾燥機および電動風力選別機による精選後の収量、水分15％換算値

２）収穫時に地面に落ちた雌穂

脱落雌穂 収穫子実（割合）

試験区

子実

水分

作業

能率

コンバイン

収量１



結果及び考察①

播種後の梅雨期の影響で、全般に
生育不良となり、無堆肥区および連
作区は湿害の影響が大きく、初期生
育が顕著に劣った。

収穫時期において稈長が2ｍ以下で
あり、場内では3ｍ前後の稈長である
ことからも生育は不良であり、湿害
による生育のばらつきもみられた。



結果及び考察②

収穫時の子実水分は32～37％で平
型送風乾燥機による乾燥および電動
風選機による精選後の収量は10アー
ル当たり119～220kg（水分15％）で
あった。

湿害により収量は多くはないが、
堆肥施用の効果は確認できた。



令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（農業試験場作物部）

小麦栽培試験
試験場所:小諸市山浦
品種 ：ゆめかおり
播種日 ：令和2年11月5日
収穫日 ：令和3年7月15日

・連作区は、湿害があり、立ち枯れが発生し、生育量が確保出来なかった。
・堆肥区は桿長が100cmを超え、倒伏が激しく、無堆肥区も一部倒伏した。
・子実重は堆肥区が613kg/10a、無堆肥区は464kg/10aと収量を確保出来た。連作
区は214kg/10aで、低収となった。
・容積重、千粒重は無堆肥区が堆肥区より重く、蛋白質含量は同等で高かった。

小麦調査結果 （令和3年、農業試験場）



大豆栽培試験
試験場所：小諸市山浦
品種 ：ナカセンナリ、あやみどり
播種日 ：令和3年６月７日
収穫日 ：令和3年11月15日

大豆調査結果 （令和3年、農業試験場）

※蛋白質含量、水分、油分、全糖は近赤外線分析装置Infratec1241分析結果

・ナカセンナリ
主茎長は堆肥区が81cm、無堆肥区が79cmに対し、連作区が63cmと短かった。
子実重は堆肥区が461kg/10aと最も多く、無堆肥区が388kg/10a、連作区が350kg/10aであった。百粒

重は堆肥区が29.8g と他区より重かった。
蛋白質含量は、連作区が39.0％と他区より高く、無堆肥区は37.3％、堆肥区は36.1％であった。
堆肥区は生育が旺盛で、無堆肥区、連作区より多収となったが、蛋白質含量は多収により、低くなっ

たと思われた。
・あやみどり
茎長は堆肥区が81cm で、無堆肥区より長かった。
子実重は、堆肥区が381kg/10a、無堆肥区が372kg/10a であった。百粒重、蛋白質含量は堆肥区、無

堆肥区は同等であった。

令和３年度地域食料自給圏実証実験事業
（農業試験場作物部）


